２年度下半期の
市の財政状況を公表します

金

の

（３年３月末現在）

況

基金は家計で言えば「預貯

一

般

会

計

【予算総額】
６２５億６４６
５万８千円。当初予算額は４

【歳出】
支出済額 億１７７
【執行率】 ・２％

２万６千円

下水道事業会計
【予算額】 億６７２６万５

◎収益的収入

【収入率】 ・８％

０６４万３千円
【執行額】 億９６８９万２

千円

【歳入】
収入済額５５５億８

回の補正を行いました

市では、市民の皆さんに市 らの支出金などによって構成 ３８億１７００万円でしたが
政を考える上での参考にして されています。
万円

いただくため、年２回、市の ◎一人当たりの市税負担額＝
財政状況を公表しています。

況

基

日〜３年３月 日）の予算執 ＝ 万６千円

状

状

今回は、２年度（２年 月１ ◎一世帯当たりの市税負担額
行、基金、市債の現在高、財

の

産の状況などについてお知ら

債

せします。

市

【歳出】
支出済額５１８億６
【執行率】 ・４％

千円

【予算額】 億８８３５万１

◎収益的支出

５９６万５千円
【執行率】 ・９％

国民健康保険特別会計
千円

１１８億２９７ 【執行額】 億５１５７万２
金」に当たるものです。多額 【予算総額】
（３年３月末現在）
の資金が必要となる事業に備 ６万３千円
千円
道路、公園の整備や公共施 え、財政事情を考慮しながら 【歳入】
収入済額１０３億７ 【執行率】 ・４％
◎資本的収入

る不動産や動産などを言いま

公有財産とは、市が所有す

【予算額】
５億５６０万１千
【執行額】
４億３９４４万９

円

３２１万円
千円

【内訳】
▼一般会計＝５億２

６万１千円

◎市債償還利子＝ 億９６１

千円

方㍍

◎建物＝ 万７２３６・ 平

方㍍

◎土地＝ 万５２１０・ 平

どの財産は次の通りです。

す。そのうちの土地、建物な

【執行率】 ・９％

８万８千円

【歳出】
支出済額 億１２５

【収入率】 ・６％

【歳入】
収入済額 億３７２

６千円

【予算総額】 億８３６９万

後期高齢者医療
特
別
会
計

【執行率】 ・８％

【歳出】
支出済額１０７億４

【収入率】 ・７％

設の建設など、将来その施設 目的ごとに積み立てています。 ７１５万３千円
を利用する世代にも負担をし ◎基金現在高＝ 億７７９０
【内訳】
▼財政調整基金＝

てもらうことが適当な事業の 万５千円
場合、市では事業費の一定割
合を「市債」として、国など 億２３２６万円▼その他の基
から借り入れを行っています。 金＝ 億５４６４万５千円
◎市債現在高（元金）＝３０

公有財産の状況

億５８７９万８千円▼下水道

５億２６６１万６千円
【内訳】
▼一般会計＝２４５ （３年３月末現在）
事業会計＝ 億６７８１万８

１３７万５千円▼下水道事業

ふで こ づか

※この他、くるくるチャン

【執行率】 ・９％
◎資本的支出
【予算額】 億１１５０万４

６月 日〜 日の１週間は
「男女共同参画週間」です

連続２回オンライン講座（男女共同参画基礎講座）

ひとりひとりが幸せな社会をめざして

〜「自分ゴト」から「社会ゴト」へ！〜

【内容】
①「自分ゴト」を社

ゴト」への道すじは？〜あな
たの一歩が社会を変える
①・②いずれも参加できる方
【定員】 人（要申し込み）
【講師】
ＮＰＯ法人参画プラ
ネット代表理事の渋谷典子氏

「男女共同参画社会」の実
現には、一人ひとりの取り組
みが必要です。誰もが性別を
意識することなく活躍できる
「男女共同参画社会」の実現
のために、私たちにできるこ

図書展示

とは何か、この機会に考えて
みませんか。

展 示・
同週間中、市役所１階で男

会 員 募 集
初心者歓迎。足腰、肩甲骨

レンタルポール代５００円。
を強化し体力向上させる歩
長浜☎０９０・５２０４・

◆ 読 者 会（
「世 界」を 読 き方を学びます。詳しくは
む会） 第２水曜日午後６
時〜８時 分、市民プラザ ３１９０へ。

す。また、男女平等推進セン
感想、意見の交流をします。 曜・日曜日。時間はお問い

雑誌「世界」の読者会です。 米 キ ッ カ ー ズ ） 毎 週 土

他で。会費１回１００円。

児〜小学６年生が対象です。

校、西部運動広場他で。幼

◆少年サッカー（東久留

ター（同２階）では図書展示
詳しくは須山☎０９０・３ 合わせください。第三小学

女共同参画週間展示を行いま

を行います。ぜひお立ち寄り

◆剣道（雅心剣友会）

８７８・５８４８へ。

ください。
詳しくは同センター☎４７

と日曜日午前８時〜 時、 て異なります。詳しくは高

毎週土曜日午後５時〜７時 入会金と会費は学年によっ
第五小学校で。入会金９０ 橋☎０８０・１１５４・３

２・００６１へ。

申し込みは６月 日（火）

【参加費】
無料
から、氏名（ふりがな）
・電話

０円、会費月１０００円。 １５６へ。
しょうとう

番号・電子メールアドレス・
さん ぺい

感染対策徹底し活動。見学
◆仙武館空手教室（松濤
かんりゅう
体験可。ブログぜひご覧く 館流） 毎週日曜日午前

をしていない」
「関わり方が

「家にこもっている」
「仕事

◆ノルディックウォーク

生以上。体験入門後、納得

会費月３０００円他。小学

の上ご入会ください。詳し

を楽しむ会 毎週水曜日と
第２・第４土曜日午前９時
５へ。

分〜 時半、六仙公園で。 くは土居☎４７５・９３７

参加費１回５００円、別途
【定員】
各 人
【参加費】
無料

申し込みは各開催日の４日
前 ま で に、 専 用 申 し 込 み
フォーム（ https://bit.ly/pre

）
、電話（４７５・
【日時】
①７月 日（日）②
kazokukai
、ファクス（４７
８月８日
（日）
③９月 日
（日） ０７３９）

「家族が学校に行かない」 してよかった」

ひがしくるめ ひきこもり家族会
準備会を開催します

【対象】
テーマに関心があり、 センター（市役所２階）へ。

０６１）
、メールまたは直接同

会の視点で！〜「男女共同参 男女平等推進センター宛て送
画」をキーワードに②「社会 信を。
詳しくは電話（４７２・０

ださい。詳しくは三瓶☎４ 時〜午後０時半他、南町小
の上、電子メール（
fifty2@
）で
７２・４０５２へ。
学校で。入会金５０００円、
city.higashikurume.lg.jp

コロナ禍を乗り切り、誰も 日のいずれも木曜日午前 時 ＺＯＯＭの経験の有無を記入
が自分らしく、幸せに暮らせ 〜 時半

千円
る社会の実現に向けて、身近
【執行額】 億１６９９万５ なところから行動できる手法
千円
を学びます。

【執行率】 ・３％
ウェブ会議サービス（ＺＯ
※予算総額に対する執行率 ＯＭ）を使用してオンライン

後期高齢者医療制度

ジェネリック医薬品差額通知書を
送付します

わからない」
。悩んでいるの いずれも午後２時〜４時（１ ６・４５４５）または直接、
ジェネリック医薬品（※） で、お薬代が一定金額以上軽 はあなただけではありません。 時半から受け付け、入退室自 市地域福祉コーディネーター
担当（市社会福祉協議会ボラ
に切り替えることで、お薬代 減されると見込まれる後期高 他の方のお話を聞くだけでも 由）
かまいません。お気軽にご参 【会 場】
① 中 央 町 地 区 セ ン ンティアセンター）へ。
の自己負担額がいくら軽減で 齢者医療制度の被保険者
詳しくは同担当へ。
ター２階第三・四会議室（中
【ご注意】
技術料や管理料な 加ください。
き る か を 試 算 し た「ジェネ

る方の家族

▼参加者の声＝「悩みを共 央町６ノ１ノ１）②・③は市
リック医薬品差額通知書」を どによっては、自己負担の総
送付します。切り替えの参考 額が軽減できない場合があり 有できる方々と話ができた」 役所７階７０１会議室
参加者同士の交流、
にしてください。
ます▼ジェネリック医薬品が 「他の人の気持ちなどを聞け 【内容】
（※）ジェネリック医薬品 ない場合や処方されない場合 て良かった。自分の気持ちが 情報提供
【対象】
ひきこもり状態にあ

【送付元】
東京都後期高齢者
医療広域連合

学童保育所の職員募集説明会
を開催します

「支援者がいて心強
＝一般的に低価格でありなが があります▼切り替えの際は、 話せた」
ら、新薬（先発医薬品）と同 主治医や薬剤師と十分に相談 く思った。勇気を出して参加
一の有効成分を含み、同等の してください
効き目があると国に認められ
ている後発医薬品

【説明内容】
学童保育所につ

議室

いて、児童厚生員（会計年度
任用職員専門職・アシスタン

に、同協会事務局へ持参して

期間中の午前９時〜午後５時

へ。

ト職）の仕事の内容、応募資
【送付時期】
６月下旬と 月
詳しくは同通知書に記載の
格など
中旬
サポートデスクまたは保険年
学童保育所に勤務する職員 【日時】
当日直接会場へ。
６月 日（水）午前
【通知対象】
生活習慣病など 金課高齢者医療係☎４７０・
（児童厚生員）を募集します。 時〜 時
詳しくは児童青少年課児童
の医薬品が処方されている方 ７８４６へ。
次の通り、説明会を開催しま 【会場】
市役所７階７０３会 青少年係☎４７０・７７３５
すので、興味のある方はどな

回市民文化祭

たでもお越しください。
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空家等の建築物やその敷地 で問題にはなりませんが、近

からの相談が増えています。

る紹介

ください（土曜・日曜日も可）
。

て、明治になり、教育にかか
は、所有者等の財産であり、 年、管理が適切に行われてい

空き家をお持ちの皆さまへ
まずは市役所にご相談ください

０６６１

【日時】
①７月１日②７月８

はいずれも３年３月末日現在 で開催します（ＺＯＯＭの使
のものです。１年間の決算は、 い方に不安のある方は、男女
現金の未収・未払いの整理を 平等推進センターへお問い合
行うために設けられている わせください）
。
日）
」後に確定します

「出納整理期間（４月１日〜
５月

◎工作物＝１７０１カ所

詳しくは財政課☎４７０・
７７０６へ。

▼東部地域包括支援セン

〜２５０３）へ。

※対象地域となる世帯には、 ター（担当地域＝上の原・金
事前に、お知らせをします。 山町・神宝町・氷川台・大門

の「高齢者のみ世帯」の方

世帯」の方、または 歳以上

【収入率】 ・６％

６万９千円

【歳入】
収入済額 億６４４

（下水道事業会計を除く）
。

ります。

計などと一致しない場合があ

１００億２０５
※各計数は原則として表示 【予算総額】
単位未満四捨五入のため、合 万９千円

介護保険特別会計

８万８千円

会計＝６億７４７８万６千円
※金利に変更がない場合の

予定額です。

市民負担の状況
市の財源は、皆さんが納め

ている市税のほか、国や都か

地域包括支援センターの職員が訪問します

〜
「あんしん生活調査」アンケートにご協力を〜

地域包括支援センターは、 で孤立することなく、安心・ 対象地域以外の世帯で訪問を 町・小山・東本町・新川町・
市が設置（委託）する高齢者 安全な生活が送れるよう「あ 希望される場合は、電話でご 浅間町）☎４７３・９９９６
▼中部地域包括支援セン
の総合相談窓口で、専門の職 んしん生活調査」アンケート 相談ください。

地域包括 ター（担当地域＝本町・幸町・
員が保健・医療・介護のさま へのご協力をお願いしていま 【アンケート方法】
支援センターの職員が対象者 中央町・南沢・学園町・ひば
ざまな面から総合的に支援す す。
る機関です。生活での困り事 【目的】
自宅訪問により、み のご自宅に訪問して、生活状 りが丘団地・南町・前沢一〜
三丁目）☎４７０・８１８６
などがありましたら、電話で まもりや声掛けのほか、困り 況などをお伺いします

ネルでは、同フェスティバル

日頃の成果を発表しませんか

るさまざまな制度が整備され

とする人々がいたこと、そし

供たちに読み書きを教えよう

市域の村々に江戸時代から子

や墓所に残る筆子塚の存在か
ら、純農村であった東久留米

詳しくは、お住まいの地域
▼西部地域包括支援セン
ご相談ください。
事を早期に把握し、必要な支
を担当する同センターまたは ター（担当地域＝前沢四・五
◎「あんしん生活調査」アン 援につなげること
【対象】
対象地域にお住まい 介護福祉課地域ケア係☎４７ 丁目・滝山・野火止・八幡町・
市では在宅の高齢者が地域 で、 歳以上の「一人暮らし ０・７７７７（内線２５０１ 柳窪・弥生・下里）☎４７２・

ケートについて

東久留米市歴史ライブラリー３

「東久留米の学校史
︱明治・大正・昭和・平成︱」を
刊行・頒布します


東 久 留 米 市 歴 史 ラ イ ブ ラ 当てた新たなシリーズです。

同実行委員会と市が開催して

および市民（市内在住・在勤・

て開催します。
（月）〜 日（金）に、〒２ した同文化祭実行委員会の開
【対象】
市内で活動する団体 ０３ ００５４、中央町２ノ 催日時が次の通り変更となり
６ノ 、生涯学習センター内、 ました。

を、専門家団体と協定を結び、 にえホール）を主な会場とし 事 項 を 記 入 の 上、７ 月 ５ 日

設置しております。
詳細は市ホームページをご

ります。作品に対する破損盗

難などの責任は一切負いかね

ます。応募多数の場合は、相

東久留米市文化協会・文化祭 【日時】
６月 日（火）午後
実行委員会事務局宛て郵送、 １時半から

９時〜午後５時）へ。

を除く月曜日〜金曜日の午前

７７・４７００）で送信を。
詳しくは同協会事務局☎４
※直接申し込む場合は、同 ７７・４７００（第４月曜日

とに１人１点・１人１回に限 電子メール（ office@h-bunn 【場 所】
生 涯 学 習 セ ン ター
）またはファクス（４ ホールフラット
ka.or.jp

【ご注意】
申し込みは部門ご

詳しくは環境政策課☎４７ 在学）の方

覧ください。
０・７７５３へ。

回環境ポスターコンクール

３年）▼菊池優那（第五小学

小・中学生などから 作品の 武田オダイマ沙春（東中学校
応募がありました。入賞作品 ２年）▼郡司知佳（東中学校

きました。今年度は新型コロ

活動を発表する場として親し

市では、空き家に関する土 まれている「市民文化祭」を、 表１〜３の内容に基づき、各 ご覧いただくか同協会へお問
月 日
（土）〜 月 日
（日） 種ホール発表・展示・催事の い合わせください。
地・建物の権利関係および相
続の事や管理などの相談窓口 に、生涯学習センター（まろ 部門別の所定の申込書に必要 ◎実行委員会開催日時の変更
広報５月 日号でお知らせ

ましょう。

空家等があるということだけ ない空き家に困っている方々

わく健康プラザ２階）で有償
頒布します。また同日から市

ス株式会社東京西支店▼都水

道局立川給水管理事務所▼市

第

※ 申 込 書 は 同 協 会 ホーム
空き家の管理は所有者の責
談の上、調整させていただく ページからも取得できます。
任です。空き家をお持ちの方 ◎参加者・参加団体を募集
また、展示作品のサイズなど、
市民の皆さんが日頃の文化 ことがあります
は、日頃から適正な管理をし
【募集内容・申し込み方法】 詳細は同協会ホームページを

化課（市役所２階）と郷土資

７月１日（木）から生活文

料や写真で紹介しています。

労があったことを、詳細な資

リーは、
今までに刊行した
「東
この度、第３巻として、
「東 てゆく中で、学校の校舎の確
久留米市史」や東久留米のあ 久 留 米 の 学 校 史 明 治・大 保をはじめ、村内に教育を根
（Ａ ４ 判、 付かせてゆくことに大変な苦
ゆみシリーズの「東久留米の 正・昭 和・平 成 」
あけぼの」
「東久留米の江戸 １１０頁、高精細フルカラー
時代」
「東久留米の近代史」 印刷、価格１２００円）を刊
「東久留米の学校史」は、「東
料室（滝山４ノ３ノ 、わく

の内容をさらに深く掘り下げ、 行しました。
個々の歴史や文化財に焦点を
久留米市史」編纂後の約 年
査・研究の成果を生かし、東
詳しくは郷土資料室☎４７

立図書館でも閲覧できます。

間に新たに収集した資料や調
久留米市域における学校の黎
２・００５１へ。

明期から現在までの歴史をま
とめたものです。市内のお寺

回東久留米市環境フェスティバル

入賞者の紹介

市民環境会議▼市市民環境会

議エコなくらしグループ▼市

校４年）▼関あゆめ▼中村空

【環境フェスティバル賞】
▼

は、市長賞１点、環境フェス

蒼（以上、第五小学校６年）

同 コ ン クール に は、市 内
米・川クラブ▼東久留米・黒

ティバル実行委員長賞１点、

▼江口愛美▼加藤伊純▼島田

てんこく

第

「あなたの手で！
未来は変わる環境フェスタ」

市民環境会議水とみどりグ

目川流域 水の会▼市医師会

環境フェスティバル賞８点、

容

三小学校３年）
▼菊池愛未
（第

校２年）
剣持未来▼水津結晴（以上、
【環境フェスティバル実行 東久留米・川クラブ）
０・７７５３へ。

映画の集い

ループ▼市市民環境会議みん

▼市ごみ対策課▼市建設業協

優秀賞６点の計 点です。

内

に参加している一部の団体の

催

なでワークグループ▼東久留

会▼市コミュニティサイト運

１日（水）正午

参加団体の活動内容を掲載

営委員会▼東久留米自然ふれ

「環 境 フェス ティバ ル」は、 くとともに、今後の環境活動

したブックレット（冊子）を

あいボランティア▼市立小山

開

ナウイルス感染症拡大防止の
トに代わり、６月〜８月にか

情報がご覧になれます。

にご協力をお願いいたします。 ②ブックレット（冊子）によ

作成します。６月中旬から、

入 賞 作 品 は、環 境 フェス 篤志（以上、東久留米・川ク
ティバルの冊子および市ホー ラブ）

ため、従来の来場型のイベン

今まで「環境月間」の６月に

環境政策課窓口などに配架し

小学校▼市立図書館▼東久留

ムページに掲載します。ぜひ

【優秀賞】
▼佐藤香澄里（第

米の井戸水位を調べる会▼Ｎ

ご覧ください。

ます。部数に限りがあります
①市公式動画チャンネルでの ので、あらかじめご了承くだ

委員長賞】
井宮愛香（第五小

入賞者は次の通り（敬称略）
。 五小学校２年）
▼峰岸叶名
（第
【市長賞】
国分悠人（東中学 五小学校４年）▼加藤伊織▼
ウト東久留米第一団▼放射能

学校６年）

化事業協同組合▼ボーイスカ
から子どもを守る会▼南沢水

動画配信
さい。
ＰＯ法人東久留米の水と景観
参加団体の活動内容を動画
※市ホームページから電子 を守る会▼東久留米水辺の生
で紹介します。詳細は市ホー データでもご覧いただけます。 きもの研究会▼東多摩再資源

辺公園のなかまたち▼向山緑

体
▼イトーヨーカドー東久留

地・立野川勉

団

米店▼おちゃわんリサイクル

強会、学校法

加

の会▼オモチャと文房具のリ

人自由学園環

参

サイクル▼川ぴか森ぴかチー

境文化創造セ

詳しくは環境政策課☎４７

ム▼環境美化推進員連絡会▼

ンター▼柳泉
詳しくは環

小山茶園サポーターズクラブ

境政策課☎４

園組合
由学園最高学部「庭園・自然

７０・７７５
▶環境フェスティバル実行委員長賞

論語の集い

けて、インターネットなどを
活用して同フェスティバルに

ご参加いただいた団体の情報

▲専用申し込み
フォーム
生涯学習センター
２１日（日）

ハワイアン＆フ
ラダンスの集い

１１月１３日（土） 市民飛入り句会
２０日（土） コーラスの集い

発信を行います。

１０

29

▼社会福祉法人椎の木会 第

環境：草本・潅木」生活経営

▶市長賞

１５

２９

スポーツセンター
バレエ＆ダンス
１４日（日）
の集い

３１日（日） 社交ダンスの集い

生涯学習センター
演劇の集い
１３日（土） 歌謡の集い

１０月１６日（土）

囲碁大会

市民プラザホール
９月１９日（日） 朗読の集い

１２日（金） 会

場
会
称
名
程
日

１１日（木） いきいき演芸大

表3 催事部門
７日（日）

民謡と民舞の集
い

※搬入時間は各展示実行委員会で設定（おおむね午後２時から）。
最終日の展示は午後４時まで。
６日（土） 大正琴の集い

この機会に各団体の活動や

１１

１２

１１月３日（祝） 吟剣詩舞の集い

１０月１６日（土）
【ロビー】市民文化祭ポスター展

〜１１月２１日
（日）
ぎんけん し ぶ

ムページをご覧ください。

１５

８７

二どんぐりの家▼学校法人自

研究実習グループ▼新日本婦

３へ。

１６

太鼓と阿波踊り
の集い

１１月１３日（土）〜２１日
（日）【ロビー】写真展
３１日（日）

取り組みを知ることで、環境

３０

９８

８６

１４

１３

４５

１１

１１

２３−

エンタ ー テイ
ナーの集い

【ロビー】社会を明るくする運動ポ
１１月３日（祝）〜１１日
（木）
スター展
３０日（土）

【公開期間】
６月中旬〜９月

１１

２０

４５
１０

２４日（日） 舞踊の集い

【学習室】手工芸・盆栽・絵てがみ・
１１月３日（祝）〜８日（月） 高崎市文化協会榛名支部作品展
【創作室】陶芸展
２３日（土） 邦楽の集い

５８

２１

１０月２７日（水）
【学習室】書道展・ペン習字展・篆刻

〜１１月１日
（月） 展
１７日（日） 音楽の集い

▲同フェスティバル
に関するページ

１１

１０月１９日（火）〜２４日
（日）【学習室】美術展

特別企画

１４

人の会東久留米支部▼東京ガ

オープニング

１０月１６日（土）・１７日
（日）【ロビー】華道展

１０月１６日（土）（式典）

に関する理解を深めていただ

５０

３１

１０

▲空き家に関
するページ

９８

９７

９３

３８

８７

９０

３３

６８

− −

２０

１５

８７

２２

２２

１０

２６

２５

９７

８８

８２

１５
３１

７５

１１

３０

９５

５１

４０

１６

会場・種目
程
日
称
名
程
日

３９

６０

１９

１１

23

１６

25

１０

表2 展示部門
（会場は生涯学習センター）
表１ ホール部門
（会場は生涯学習センター）

15
6.

１２

３３

３３

９１

６５

15
6.
5

９１

4

３１

５９

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.
※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。 3.

